
まえがき

　この取扱い説明書は「カットマンMC-05」の高機能を活用するた
めのガイドブックです。すでにプロマークで経験をお持ちの方も、再
確認のためにお役にたつものにまとめました。
　「カットマンMC-05」を正しくお使いいただくために、この取扱い
説明書をよくお読みください。万一ご使用中に分からないことや、具
合の悪いことがおきたとき、きっとお手元でお役にたちます。

　研究改良の結果、取扱い説明書の中に、お買い上げの製品と細部で
異なる場合もあります。製品またはこの取扱い説明書の内容について
ご質問がおありのときは、下記までお問い合わせください。

本機に付属するソフトウェア並びに取扱い説明書、マニュアル等を無
断で複写複製することを禁止します。

*UM107127*

●	製品またはこの取扱い説明書の内容についてのご質問は、下記まで	
				お問い合わせください。

ホリゾン・インターナショナル株式会社 
H＆ F	事業部	 〒 180-0005　東京都武蔵野市御殿山	1-6-4	
	 	 	 TEL.0422-48-5119( 代 )　	FAX.0422-48-5009	
	 	 	 www.hando-horizon.com	
	 	 	 本製品のお問い合わせ　hf.info@horizon.co.jp
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ご使用の前に
ここでは、 カットマン（MC-05）を正しく安全にお使いいただく
為の説明とカットマン（MC-05）に付属されている部品のセット
内容を紹介します。

1-1  安全上のご注意 ------------------------------------  2

1-2  カットマン（MC-05）のセット内容 ------  4
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1-1　安全上のご注意

・ テーブルタップなどによるタコ足配
線はしないでください。また、アー
スもとってください。 

  感電や火災の原因になります 

・ 分解や改造は絶対にしないでくださ
い。また、注油の必要はありませ
ん。注油により動きが悪くなった
り、火災の原因にもなります。 

・ カット台に、のりを塗布するときは
本体よりカット台をはずしてスプレ
ーして下さい。火災や故障の原因に
なります。 

・ 電源コードの上に重いものをのせな
いでください。火災や感電の原因に
なります。 

・ アルコール・シンナーなど可燃物を
本機の近くに置かないでください。
火災の恐れがあります。 

・ 濡れた手で電源プラグを抜いたり差
したりしないでください。感電の原
因になります。 

・ アースを接続してください。万一、
漏電した場合は、火災や感電の原因
になります。 

・ 本機に水分がかかったときは、ただ
ちに電源プラグを抜き、ふき取って
ください。 

 また、内部に入ったときは、ご購入
店に点検、修理をご相談ください。
この状態で使用を続けると、感電や
故障の原因になります。 

 　警 告 

● ここに示した警告サインと記号の例は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や
損害を未然に防止するためのものです。 

● 表示と意味は次のようになっています。 

警告サイン 内　　　容 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。 

警告 
注意 

＊ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例 

　記号は禁止（してはいけないこと）を示します。 
具体的な禁止内容は、　の中や近くに文章や 
絵で示します。 

　記号は強制（必ず守ること）を示します。 
具体的な強制内容は、　の中や近くに文章や 
絵で示します。 
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・ 床や土台が不安定な場所への設置は
しないでください｡故障や切断不良
の原因になります。 

 （平らな場所へ設置してください。） 

・ ホコリのある場所に設置しないでく
ださい。ヘッドの動きが悪くなる恐
れがあります。 

 火災の原因になります。 

・ 直射日光の当たる場所、高温多湿に
なる場所に設置しないでください。
故障の原因になります。 

  （ストーブなど熱器具の側は避けて
下さい。） 

・ 強い磁気を発生する器具の近くに置
かないでください。誤動作すること
があります。 

・ 刃先の清掃は付属のブラシをお使い
ください。ヤスリや鋭利な刃物は刃
先を破損します。 

・ カッタヘッドやカッタヘッドのつい
ているアームをもって動かさないで
ください。故障の原因になります。 

・ 使用中、本機から離れないでくださ
い。使わない時は、電源を切ってく
ださい。 

・ 長時間ご使用にならないときは、 
プラグをコンセントから抜いてくだ
さい。 

・ ナイフ刃先は鋭利な刃物です。取り
扱いには注意してください。 

・ 『ヒート刃先』の交換は、電源を切
り､刃先が充分冷えたことを確認し
てから行ってください。 

・ 異常な発熱や煙が出たときはただち
に電源を切ってください。安全を確
認してから電源を入れてください。 

・ ヘッドカバーやその内部、ヒート刃
先は高温ですので『やけど』に注意
してください。 

・ カット中には移動する部分に手を触
れないでください｡また､移動窓にも
手を入れないでください。 

・ ヘッドカバーを外しての使用は絶対
にしないでください。『やけど』の
恐れがあります。 

・ 『ヒート刃先』の交換は、電源を切
り､刃先が充分冷えたことを確認し
てから行ってください。 

・ ナイフ刃先は幼児の手の届かないと
ころで管理してください。古いナイ
フ刃先の処分は危険がないように捨
ててください。 

・ 素材は、ヒート・カットまたは、ナ
イフ・カットの可能な素材で、当社
指定または推奨する素材以外は使用
しないでください。故障や火災の原
因になります。 

 　注 意 
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1-2  カットマン（MC-05）のセット内容
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各部 称とは き各部の名称とはたらき各部 は称と き各部の名称とはたらき

ここでは、カットマン（MC-05）の名称とはたらきについて説明
します。

2-1 本体の名称とはたらき ----------------- 6

2-2 カッタヘッドの名称とはたらき --------- 7







8
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本操作基本操作操作本基本操作

ここでは、 カットマン（MC-05）を使用するにあたっての前準備
と基本的な操作の説明をします。

3-1 準備 -------------------------------- 10

3-2 用紙の設定 -------------------------- 12

3-3 基本操作 ---------------------------- 13













15

4444
     応 操作応用操作応 作操応用操作

ここでは、カットマン（MC-05）に内蔵されている機能と内容の
説明をします。

4-1 図形モード -------------------------- 16

4-2 編集モード -------------------------- 17

4-3 設定モード -------------------------- 21

4-4 カットモード ------------------------ 23
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     応用操応用操作操応用応用操作  2   2

ここでは、基本の位置を決めて絵柄や文字の輪郭をカットする方
法の説明をします。
※この操作は、オプションのナイフ・カットヘッド専用です。

5-1 シート位置決め機能
    （アワセマーク）カット方法 ----------- 26
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     こ い方こんな使い方こ い方こんな使い方

ここでは、 素材をムダにしないための操作を説明します。

6-1 素材をムダにしないために［1］-------- 32

6-2 素材をムダにしないために［2］-------- 33
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ドライバーのインストール
パソコンのドライバーをインストールする方法と印刷設定の説明
をします。

7-1　パソコンとの接続 
     （Windows XP インストール設定） ----------36

7-2　パソコンとの接続 
     （Windows Vista インストール設定） ------38

7-3　パソコンとの接続 
     （Windows 7 インストール設定） -------------42

7-4   パソコンとの接続 
(Windows8.1,10 インストール設定 ) ------45

7-5  パソコンとの接続 
(WindowsXP,Vista,7,8.1,10 印刷設定 ) --48
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1	 パソコンの電源を入れてください。	「カットマン」の電源は切ってください。	
パソコンのプリンタ接続コネクターとカット
マンMC-05のUSBコネクタにケーブルを
接続してください。	(	p.6をご覧ください。)

2	 「カットマン」の電源を入れてください。
	

しばらくすると「新しいハードウェアの検出
ウィザード」が画面にあらわれます。

CD-ROMを使う場合
	 		･･･ 手順 3へ

プリンタードライバーをダウンロードした場合
	 	 ･･･ 手順 5へ

3	 付属のCD-ROMを入れてください。
4	 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、「次へ」をクリックしてください。	

	 ･･･ 手順 6へ

●「プリント入力」を用いてパソコンで作成した画像 (文字等 )を「カットマン」に取り込む為には、
パソコン側の設定を行わないと正常に動作しません。

	 パソコンの設定は下記の手順でおこなってください。

5	 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、「次へ」をクリックしてくだ
さい。

「カットマン」とお客様で準備されているパソコンを接続するために、付属品より下記の物
を準備してください。

ケーブル14番（USB送信ケーブル）
付属のインストールCD-ROM

7-1　パソコンとの接続（Windows	XPインストール設定）

	準備
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6	 「参照」をクリックしてください。

7	 CDを挿入したドライブを指定して、「OK」をクリックしてください。	
プリンタードライバーをダウンロードした場
合は、保存したフォルダーを指定して、「OK」
をクリックしてください。

8	 「次へ」をクリックしてください。	 インストールが始まります。

9	 次のような画面が表示されたら、「完了」を
クリックしてください。	
	
以上で、インストールは完了です。	
7-4 へ進んでください。
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1	 パソコンの電源を入れてください。	「カットマン」の電源は切ってください。	
パソコンのプリンタ接続コネクターと「カッ
トマン」のUSBコネクタにケーブルを接続
してください。	(	p.6 をご覧ください。)

2	 「カットマン」の電源を入れてください。	
	
	 しばらくすると次のような画面が表示されま

す。

3	 「ドライバソフトウェアを検索してインス
トールします」をクリックします。

	「ユーザーアカウント制御」が表示された場合
は、「続行」をクリックします。

CD-ROMを使う場合
	 ･･･ 手順 4へ

プリンタードライバーをダウンロードした場合
	 	 ･･･ 手順 5へ

●「プリント入力」を用いてパソコンで作成した画像 (文字等 )を「カットマン」に取り込む為には、
パソコン側の設定を行わないと正常に動作しません。

	 パソコンの設定は下記の手順でおこなってください。

「カットマン」とお客様で準備されているパソコンを接続するために、付属品より下記の物
を準備してください。

ケーブル15番（USB送信ケーブル）
付属のインストールCD-ROM

7-2　パソコンとの接続（Windows	Vista	インストール設定）

	準備
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4	 次のような画面が表示されたら、付属のCD-
ROMを入れてください。

	 ･･･ 手順６へ

5	 「ディスクはありません。他の方法を試しま
す」をクリックしてください。

6	 「コンピュータを参照してドライバーソフト
ウェアを検索します」をクリックしてくださ
い。
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7	 「参照」をクリックしてください。

8 CDを挿入したドライブを指定して、「OK」
をクリックしてください。	
プリンタードライバーをダウンロードした場
合は、保存したフォルダーを指定して、「OK」
をクリックしてください。

9	 「次へ」をクリックしてください。
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10	「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。
	 インストールが始まります。

11	次のような画面が表示されたら、「閉じる」
をクリックしてください。

	 以上で、インストールは完了です。	
7-4 へ進んでください。
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1	 パソコンの電源を入れてください。	「カットマン」の電源は切ってください。	
パソコンのプリンタ接続コネクターと「カッ
トマン」のUSBコネクタにケーブルを接続
してください。	(	p.6 をご覧ください。)

2	 「カットマン」の電源を入れてください。	
	

3	 スタートメニューから、「コンピュータ」を
右クリックして、「プロパティ」を選択し、
システム	を開き、「デバイスマネージャ」を
クリックします。

●「プリント入力」を用いてパソコンで作成した画像 (文字等 )を「カットマン」に取り込む為には、
パソコン側の設定を行わないと正常に動作しません。

	 パソコンの設定は下記の手順でおこなってください。

「カットマン」とお客様で準備されているパソコンを接続するために、付属品より下記の物
を準備してください。

ケーブル14番（USB送信ケーブル）
付属のインストールCD-ROM

7-3　パソコンとの接続（Windows	7 インストール設定）

	準備

4	 ここをクリックして、「ほかのデバイス」
を開きます。

CD-ROMを使う場合
	 ･･･ 手順 5へ

プリンタードライバーをダウンロードした場合
	 	 ･･･ 手順 6へ

5	 付属のCD-ROMを入れてください。
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6	 「HorizonCutman」を右クリックして、「ド
ライバーソフトウェアの更新」を選択します。

7	 「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックしてくださ
い。

8	 「参照」をクリックします。

9	 「コンピューター」を開き、CDを挿入したドライブを指定して、「OK」をクリックして
ください。

	 プリンタードライバーをダウンロードした場
合は、保存したフォルダを指定して、「OK」
をクリックしてください。



7. ドライバーのインストール

44

10	「次へ」をクリックしてください。	

11	「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックしてください。
	 インストールが始まります。

12	次のような画面が表示されたら、「閉じる」
をクリックしてください。

	 以上で、インストールは完了です。	
7-4 へ進んでください。
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7-4　パソコンとの接続	(Windows8.1,	10	インストール設定 )

1	 パソコンを起動し、カットマンとUSB	ケーブルで接続します。
2	 カットマンの電源をON	にします。
3	 デバイスマネージャーを開きます。
   画面左下のスタートボタンを右クリックして、メニューから開きます。

4  しばらくすると、「ほかのデバイス」に「HorizonCutman」が追加されます。	
		追加された「HorizonCutman」を右クリックして、「ドライバソフトウェアの更新」を選択します。

5		「コンピューターを参照．．．」をクリックします。
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6		「参照」をクリックします。

7		CD／DVDドライブに、付属のCDを挿入し、CDが認識されるまで、しばらく待ちます。	
プリンタドライバV2をダウンロードした場合は、ダウンロードした圧縮ファイルを展開します。

8		PCを開いて、CD／DVDドライブを選択し、「OK」をクリックします。	
　　　プリンタドライバV2をダウンロードした場合は、その展開先のフォルダーを選択し、「OK」を

クリックします。
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9		「サブフォルダーも検索する」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。

10 次のような画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。		
	（表示されない場合もあります）

11 次のような画面が表示されたら、インストール完了です。「閉じる」をクリックします。
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1	 Windows	XP：	スタートメニューから「プリンタと FAX」
を選択してください。

	 Windows	Vista：
	 コントロールパネルから「プリンタ」を開い

てください。
	
	 Windows	7：
	 スタートメニューから「デバイスとプリン

ター」を開きます。

2	 「Horizon	Cutman	V2」を右クリックして「印刷設定」を選択してください。

7-5　パソコンとの接続 (WindowsXP,Vista,7,8.1,10	印刷設定 )

●	印刷の設定は下記の手順でおこなってください。（画面はWindows	XPを例にしています。）

3	 上部タブの「レイアウト」をクリックし、	「印刷の向き」を選択してください。



7. ドライバーのインストール

49

4	 上部タブの「用紙 /品質」をクリックし、	「詳細設定」をクリックしてください。

5	 A4 またはA3の用紙設定を選択してくださ
い。

	「印刷の向き」、「用紙サイズ」以外は変更しな
いでください。

6	 「OK」をクリックしてください。
	 以上で、印刷設定は完了です。
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8-1　故障と思われる前に

読み取った図柄は消えますので、もう一度読み取ってください。 
また、カット条件の設定も消えます。

原稿を読み取ったときに停電になった？

図形の一部が切れていない（ナイフカットのとき）

ナイフ補正値の値が正しく設定されていません。
補正値を下げてください。 （p.22 参照）

素材ののり部分がカットできない。

のりは、布地よりカットしにくい材料です。
速いスピードでカットしたときや、刃先の温度を
低くしたときにも発生しますので、カット条件を
変えて切断してください。

ヒータの刃先の固定がゆるんでいませんか。
ヘッドを外して、刃先ナットを付属の工具で締付
けてください。 （p.52 参照）

カット開始位置と終了位置がずれている。

【ヒート】
刃先は高温ですから必ず電源スイッチを切って、刃
先が充分に冷えてから行ってください。
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座標データの要素数が本機で処理できる範囲 
を越えたときに発生します。
送信側で要素を減少させて送信してください。

パソコンから送信したデータの一部をカットしない。
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8-2　 エラーメッセージが表示されたとき

◆ エラー1

◆ エラー2

◆ エラー4

◆ エラー5

故障です！!

カッタを加熱していません。 
カッタヘッドまたは、本体の故障です。 

電源を切ってから、カッタヘッドをはずして 
取付けなおしてください。 

エラー 1　 ! ! 
ヒーター　カネツジカン　オーバー 

エラー 2 　! ! 
ヒーター　センサー　エラー 

エラー 4　 ! ! 
ヨコ　ドウサ　エラー　 ! !

エラー 5　 ! ! 
タテ　ドウサ　エラー　 ! !

 以上、お調べ頂きそれでも直らないときは、 
『エラー番号』をご連絡ください。 

ヘッドが左右方向に動かない状態です。 
電源を切ってから、異物等が入っていないか 
調べてください。 

異物等が入っていないか 
調べてください！!

ヘッドが前後方向に動かない状態です。 
電源を切ってから、異物等が入っていないか 
調べてください。 

異物等が入っていないか 
調べてください！!
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8-3　ヒート刃先の清掃

1	 ヒート・カッタヘッドを外した上で付属の 
ブラシにてヒート刃先の清掃を行ってくだ 
さい。

刃先の清掃はやけど防止のため25分以上刃先
を冷やしてから行ってください。
刃先を水等で冷却することはやめてください。
ヒータが破損します。

清掃せずにカットを続けていると刃先に酸化物
がたまり切れ味が悪くなります。特に淡い色の
生地をカットするときは、清掃を十分行ってく
ださい。

2	 刃先を外し、ヒーターを清掃します。 
刃先交換ツールを刃先から入れてナットを外
します。 
刃先を外し、ヒーター（白い丸棒）の汚れを
ウエス等で拭き取ってください。

清掃せずにカットを続けていると刃先がヒー
ターに焼き付き、外せなくなる場合があります。
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8-4　ヒート刃先の交換

1	 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセン
トから抜きます。

刃先を交換するときやけど防止のために25分
以上刃先を冷やしてから行ってください。
なお、刃先を水等で冷却することは、やめてく
ださい。ヒータが破損します。

電源を　　にする 

ヒート刃先交換ツール 

4	 ヘッドを付けます。
 ヘッドの穴を凸部に入れて、ツマミネジを締

めます。

2	 ヘッドを外します。
 ヒート・カッタヘッドのツマミネジをゆるめ

て、手前に引きます。

3	 刃先を外し、新しい刃先と交換します。
 ヒート刃先交換ツール（レンチ）を刃先から

入れて、ナットを外します。 
新しい刃先と交換してナットを締めます。

ナットの締めすぎに注意してください。以下の
問題の原因になります。
・ヒーター断線
・刃先が焼き付き、外せない
・その他の刃先固定部品の変形

重要
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8-5　ナイフ刃の交換（オプション）

・	ナイフは0.5 と 0.25	の 2	種類が使用できます。

・	ナイフホルダーは同じものを使いますが、取り付け方が一部異なります。

　次のようなときは、ナイフ刃0.5	よりナイフ刃0.25	の方が適している場合があります。
・	細かい図形が変形する（目安として10mm×10mm	以下）

        ( 例 ) 図形データ　　　　ナイフ刃 0.5 を使用するとゆがむ

・	シートの素材が硬い (	樹脂フィルムや、ラミネート貼りの素材等 )
　

1	 ナイフホルダーの刃先調整ツマミを緩めナイフ刃を取り出します。

・ナイフホルダから出ている刃がフイルムの厚みに対して大きすぎると、正確にカットできません。
刃や、カット台の破損の原因にもなります。

・ナイフ刃は鋭利な刃物です。交換の際は充分注意して下さい。

17147
60601B1

17147
10301J1

バネが短いバネが長い

0.5 0.25

ナイフ刃
刃先調整ツマミ
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8-5　ナイフ刃の交換（オプション）

2	 キャップをゆるめて取り外し、スリーブを抜き取ります。
・外れにくい場合は、ナイフ交換ツールを使って押し出します。

3	 刃先調整ツマミを取り付けます。
・全て締め込まず、2 ～ 3 mm すき間のある状態にします。

4	 ナイフ刃をスリーブに軽く当てます。

・0.5 の場合は、ベアリングのない側へ刃を通します。
・0.25 の場合は、ベアリングのある側へ刃を通します。

刃をスリーブに強く当てないようにしてください。刃の先端が欠ける恐れがあります。

スリーブ

キャップ

ナイフ交換ツール

2 ～ 3 ｍｍ

バネが短い

ベアリングのある側

ナイフ刃 0.25

バネが長い

ナイフ刃 0.5
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8-5　ナイフ刃の交換（オプション）

5	 ナイフホルダーに刃を入れ、キャップを取り付けます。止まるまで締めます。

6	 刃先調整ツマミを回して刃をキャップの先端から出ない位置に調整します。
・いったん刃を少し出し、戻しながらキャップに完全に隠れた状態にします。

7	 上記の状態から、ツマミを一回転して、刃をわずかに出します。ツマミ 1 回転で 0.5mm 刃が動
きます。

・わずかとは約 0.1mm くらいのことです。普通の紙の厚みが 0.1mm です。

0.1 ｍｍ

刃が出る
刃が引っ込む

刃が出ない
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8-5　ナイフ刃の交換（オプション）

8	 出代の確認をします。
・２枚重ねた普通の用紙（このマニュアルの用紙程度）の上にナイフホルダーを垂直に立てて、用紙

の方を引っぱります。
・１枚目の用紙に切れ目ができていれば、出代は約 0.1mm です。

9	 素材に合わせて出代を調整します。
・実際にカットする素材を貼り付けてテストカットを行い、素材に合わせて出代を調整してください。

10	　使用後、ナイフホルダーを保管するときは、キャップをゆるめて刃を隠します。
 ・再び使用するときは、キャップを締めてください。刃の出量は調整した状態が保たれています。

刃を出したままで保管すると、刃をほかのものにぶつけて痛める可能性があります。

切れていれば OK

引っ張る

ゆるめる
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8-6　ペン替え芯交換（オプション）

1	 ペンホルダを外して、新しいペン替え芯と交
換します。	

8-7　仕様

- カットマンMC-05

- カット可能な範囲　（横45cm--縦 25cm）

- 横 45-cm--縦 25-cm

- 移動距離の3％または±0.3-mmのどちらか大きい方

- 最大　3-cm/ 秒

- 300～ 500℃

- 強弱 2段切換

- 熱・ナイフ切断可能なマーク素材で当社指定の素材

- ( 本体 )-横幅 75-cm／奥行19-cm／高さ26-cm

- ( 使用時 )-横幅 90-cm／奥行76-cm

- ( 本体 )-約 15-kg　( カット台 )-約 1.5-kg

- 90-W

- 5 ～ 35-℃

- 35～ 80-%

名 称

カ ッ ト 文 字 高

カット可能範囲

カ ッ ト 誤 差

カットスピード

カ ッ ト 温 度

ナイフ圧力カット

素 材

外 形 寸 法

据 付 け 寸 法

質 量

消 費 電 力

動 作 温 度

動 作 湿 度
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8-8　消耗品
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8-9　本機の梱包の仕方

1 本体からヘッドを取り外します。 

修理をご依頼される際など、本機を梱包する場合は以下の手順で行ってください。

作業前に必ず本体の電源スイッチを OFF にして、電源プラグを取り外します。

	はじめに

	カッタヘッド梱包

付属品ケース

ヒート・カッタ
ヘッド

ナイフ・カッタヘッド
（オプション）

	注意
ヒート・カッタヘッドを取り外す際は、
25分以上刃先を冷やしてから行って
ください。刃先が熱いうちに触ると火
傷の可能性があります。

2 ヒート・カッタヘッドを付属品ケースに入
れます。

・ オプションのナイフ・カッタヘッドを返送
する際も同様です。

1 本体からカット台を取り外します。

2 カット台ケースの中敷きに合わせて、 
カット台を置きます。

	カット台梱包

カット台
ケース

中敷き

カット台

短い

長い

狭い

広い

押さえ

15cmあける

3 押さえをカット台の上に置きます。
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4 フタを閉じます。 押して-
折り返す

開き止めを
差し込む

押さえの位
置がずれて
いると折り返
せません。

1 レールを図の位置に移動します。

	本体袋詰め

330-mm 130-mm

輪ゴムなどで束ねます。

電源コードを液
晶画面に乗せな
いでください。

ヘッド緩衝材

広い

カッタヘッド取付部

2 電源コードを束ねて本体の上に載せます。

3 ヘッド緩衝材をカッタヘッド取付部に 
被せます。
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1 3

42

4 本体を袋に入れ、セロテープ 3 ヶ所で 
止めます。

5 本体の下にバンドを 2 本通し、バンド 
固定具で固定します。

・ バンドはカッタヘッド取付部に近づけて
締めてください。

2 4

531

袋

この線に沿う
ようにする

セロテープ

セロテープ
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1 外箱に左底保持材、カット台ケース、 
右底保持材を入れます。

	梱包

2 本体を入れます。

3 左側面保持材、右側面保持材に小箱を 
入れます。

左底保持材

カット台ケース
右底保持材

外箱

凹凸を合わせる厚い

薄い

へこみに
合わせる

左側面
保持材

小箱右側面保持材

小箱

厚い

薄い
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4 左側面保持材、右側面保持材を本体の左右 
にかぶせます。

・ 角穴が空いた方を手前に向けてはめこみま
す。

5 角穴に付属品ケース 2 個を差し込みます。

・ ヒート・カッタヘッドやナイフ・カッタヘッ
ド（オプション）を返送しない場合は、空
の付属品ケースを入れてください。

左側面
保持材

角穴

右側面保持材

6 外箱補強材 A、 B を本体の前後に入れます。

・ 四角い切欠きを下に向けて、レールにはめ
こみます。

付属品ケース

外箱補強材A

四角い-
切欠き

外箱補
強材B

レール

丸い切欠きを上
にします。
（取り出すときここに
指をかけます。）薄い 厚い

四角い-
切欠き
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7 外箱を閉じてガムテープ 5 ヶ所で 
封をします。

8 PP バンドがある場合は 2 ～ 4 ヶ所に 
巻き付けます。




